
 

 
2017 年 1 月 19 日 

各  位 

会 社 名 伊 藤 忠 商 事 株 式 会 社 

代表者名 取締役社長 岡藤 正広 

(コード番号 8 0 0 1  東 証 第 一 部 ) 

問合せ先 I R 室 長 山口 和昭 

( T E L . 0 3 - 3 4 9 7 - 7 2 9 5 ) 

 

代表取締役の異動等に関するお知らせ 

 

 

当社は、本日開催の取締役会において、以下の通り代表取締役の異動等について決議致しましたの

で、お知らせ致します。 

 

1． 異動の理由 

経営体制の一層の強化を図るため。 

 

2． 異動の内容 

【 新 】           【 現 】 

 

【代表取締役でなくなる者】 

（平成 29 年 3 月 31 日付） 

◇髙柳 浩二     副会長             取締役 副社長執行役員 

◇小関 秀一     専務執行役員          取締役 専務執行役員 

◇米倉 英一     専務執行役員          取締役 専務執行役員 

◇今井 雅啓     専務執行役員          取締役 専務執行役員 

◇吉田 多孝     常務執行役員          取締役 常務執行役員 

◇原田 恭行     常務執行役員          取締役 常務執行役員 

 

【取締役になる者】 

（6月定時株主総会日付） 

◇望月 晴文     取締役(社外)          監査役(社外) 

 

＜添付資料＞ 

  1．2017 年度役員人事 

1.取締役の退任（3月 31 日付） 

2.執行役員の退任（3月 31 日付） 

3.執行役員の新任（4月 1日付） 

4.執行役員の再任、昇格、役割異動（4月 1日付） 

5.審議役の新任（4月 1日付） 

6.顧問の退任（3月 31 日付） 

7.取締役の新任候補（6月定時株主総会日付） 

8.監査役の辞任（6月定時株主総会日付） 

9.監査役の新任候補（6月定時株主総会日付） 

10.監査役の再任候補（6月定時株主総会日付） 

*新任執行役員、新任代表取締役候補、新任監査役候補 略歴 

*取締役、監査役及び執行役員一覧表（4月 1日及び 6月定時株主総会時点） 

  2．主管者人事 

以 上 
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１．取締役の退任 ６名(３月３１日付)

２．執行役員の退任 ５名（３月３１日付）

３．執行役員の新任 ５名(４月１日付）

2017年1月19日

伊藤忠商事株式会社

1．　２０１７年度役員人事

氏名 新（４月１日付） 現

髙柳　浩二 副会長 取締役 副社長執行役員

川嶌　宏昭 顧問 執行役員

執行役員
大久保　尚登

髙杉　豪 理事

執行役員
新宮　達史

執行役員

現役割

執行役員

執行役員
福嶋　義弘

氏名 新（４月１日付） 現

小関　秀一
専務執行役員
繊維カンパニー プレジデント

取締役
専務執行役員
繊維カンパニー プレジデント
（兼）CP・CITIC戦略室長

副会長

取締役
副社長執行役員
食料カンパニー プレジデント髙柳　浩二

米倉　英一
専務執行役員
金属カンパニー プレジデント

取締役
専務執行役員
金属カンパニー プレジデント

今井 雅啓 
専務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー プレジデント

取締役
専務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー プレジデント

吉田 多孝
常務執行役員
機械カンパニー プレジデント

取締役
常務執行役員
機械カンパニー プレジデント

原田 恭行
常務執行役員
住生活カンパニー プレジデント

取締役
常務執行役員
住生活カンパニー プレジデント

氏名

ブランドマーケティング第二部門長

欧州総支配人補佐 経営企画担当
（兼）伊藤忠欧州会社

伊藤忠インターナショナル会社CAO
(兼)経営企画部長
(兼)人事・総務部長
(兼)伊藤忠カナダ会社社長

執行役員
細見　研介

履歴書添付

エネルギー・化学品経営企画部長
（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

久保　勲 理事 常務執行役員

執行役員
野田　俊介 情報・通信部門長

安田　貴志 理事

2



４．執行役員の再任、昇格(４名）、役割異動（１３名）　　（４月１日付） *昇格役員

土橋 　晃

氏名 新

執行役員
エネルギー部門長

都梅　博之

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

常務執行役員
欧州総支配人
（兼）アフリカ総支配人
（兼）伊藤忠欧州会社社長

小関　秀一

岡田　明彦*
常務執行役員
鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長

執行役員
鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長

石井　敬太*

常務執行役員
エネルギー・化学品カンパニー
エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）化学品部門長

執行役員
エネルギー・化学品カンパニー
エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）化学品部門長

執行役員
監査部長

執行役員
情報・金融カンパニー CFO

執行役員
伊藤忠インターナショナル会社EVP
（兼）伊藤忠インターナショナル会社CAO
（兼）伊藤忠カナダ会社社長

執行役員
法務部長池（茅野）みつる

諸藤　雅浩*

常務執行役員
繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）ブランドマーケティング第一部門長

執行役員
繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント
（兼）ブランドマーケティング第一部門長
（兼）CP・CITIC戦略室長代行

[執行役員の昇格、役割異動]

現在の執行役員３６名のうち、退任予定の５名（参照「１.役員の退任」）を除く３１名全員を、４月１日付で執行役員に再任する。

取締役
専務執行役員
CＡO

取締役
常務執行役員
CＡO

貝塚　寛雪
執行役員
食糧部門長

執行役員
業務部長

久保　洋三
常務執行役員
食料カンパニー プレジデント

常務執行役員
食料カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

取締役
専務執行役員
繊維カンパニー プレジデント
（兼）CP・CITIC戦略室長

現

専務執行役員
繊維カンパニー プレジデント

岡本　均

取締役
専務執行役員
CSO・CIO
（兼）CP・CITIC戦略室長

取締役
専務執行役員
CSO・CIO

小林　文彦*

福嶋　義弘
執行役員
ブランドマーケティング第二部門長

細見　研介
執行役員
食品流通部門長

大久保　尚登

野田　俊介
執行役員
業務部長

新宮　達史
執行役員
情報・通信部門長

欧州総支配人補佐 経営企画担当
（兼）伊藤忠欧州会社

ブランドマーケティング第二部門長

エネルギー・化学品経営企画部長
（兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

伊藤忠インターナショナル会社CAO
(兼)経営企画部長
(兼)人事・総務部長
(兼)伊藤忠カナダ会社社長

情報・通信部門長
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５．審議役の新任 ４名（４月１日付）

６．顧問の退任 ２名（３月３１日付）

７．取締役の新任候補 １名（６月定時株主総会日付）

８．監査役の辞任 １名（６月定時株主総会日付）

９．監査役の新任候補 １名（６月定時株主総会日付）

１０．監査役の再任候補 １名（６月定時株主総会日付）

氏名 新 現

監査役（社外）

氏名 新 現

氏名 新 現

森・濱田松本法律事務所客員弁護士大野　恒太郎

望月　晴文 取締役（社外） 監査役（社外）

氏名 新 現

望月　晴文 取締役（社外） 監査役（社外）

   履歴書添付

間島　進吾 監査役（社外） 監査役（社外）

阿部　俊之

氏名 新 現

青木　芳久 理事 顧問

ＣＩＯ補佐
（兼）ＩＴ企画部長渡辺　一郎

山村　裕 生鮮食品部門長

関　忠行 理事

   履歴書添付

氏名 現役割

鈴木　琢也
東アジア総代表補佐(華北担当)
（兼）伊藤忠（中国）集団有限公司総経理

顧問

プラント・船舶・航空機部門長補佐
（兼）プラント・船舶・航空機部門
原子力プロジェクト開発室長
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履   歴   書 

 

ふ く し ま  よ し ひ ろ  

福 嶋 義 弘  

１９６２年１１月２３日生  

 

学       歴 

１９８５年 ３月 関西学院大学商学部卒業 

 

職       歴 

１９８５年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８５年 ４月 同社 繊維運輸部運輸チーム 

１９８７年 ５月 同社 人事部・海外研修生（中国） 

１９８９年 ６月 シーアイ衣料サービス㈱出向（大阪駐在） 

１９９０年 ７月 伊藤忠商事株式会社 輸入繊維部輸入繊維第一課 

２０００年１０月 同社 輸入繊維事業部輸入繊維第六課長 

２００３年１０月 同社 ブランドマーケティング第一事業部ブランドマーケティング第六課長 

  （兼）㈱エヌ・エフ・シー出向 

２００４年 ４月 同社 ブランドマーケティング第一事業部ブランドマーケティング第六課長 

２００７年 ４月 コンバースフットウェア㈱出向(代表取締役副社長)(東京駐在) 

２００８年 ４月 コンバースフットウェア㈱出向(代表取締役社長)(東京駐在) 

２０１０年 ４月 伊藤忠商事株式会社 ブランドマーケティング第二部長 

２０１３年 ９月 コンバースアパレル㈱出向(代表取締役社長)(岐阜駐在) 

２０１５年 １月 コンバースジャパン㈱出向(代表取締役社長)(大阪駐在) 

２０１５年 ４月 伊藤忠商事株式会社 欧州総支配人補佐 経営企画担当(ロンドン駐在) 

 （兼）伊藤忠欧州会社 

 （兼）欧州コンプライアンス責任者 

 

以 上 
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履   歴   書 

 

ほ そ み  け ん す け  

細 見 研 介  

１９６２年１２月３１日生  

 

学       歴 

１９８６年 ３月 神戸大学経営学部卒業 

 

職       歴 

１９８６年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８６年 ４月 同社 大阪人事部人事・研修チーム 

１９８７年１２月 シーアイ衣料サービス㈱出向（大阪駐在） 

１９８９年１０月 伊藤忠商事株式会社 輸入繊維部輸入繊維第一課 

１９９４年１２月 ハンティングワールドジャパン㈱出向（取締役）(東京駐在) 

１９９８年 ４月 伊藤忠商事株式会社 輸入繊維部輸入繊維第三課 

２００２年 ４月 同社 ブランドマーケティング事業部ブランドマーケティング第七課長 

２００８年 ４月 同社 ブランドマーケティング第一部長代行 

  （兼）ブランドマーケティング第一部ブランドマーケティング第七課長 

２０１０年 ４月 同社 ブランドマーケティング第三部長 

２０１４年 ４月 同社 ブランドマーケティング第二部門長 

２０１５年 ４月 同社 ブランドマーケティング第二部門長 

  （兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長代行 

２０１５年 ７月 同社 ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室長代行 

２０１６年 ４月 同社 ブランドマーケティング第二部門長 

 

以 上 
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履   歴   書 

 

お お く ぼ  ひ さ と  

大 久 保 尚 登  

１９６３年５月１０日生  

 

学       歴 

１９８６年 ３月 神戸大学経済学部卒業 

 

職       歴 

１９８６年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８６年 ４月 同社 石油製品貿易部石油製品貿易第一課 

１９８９年１０月 同社 海外実務研修生（ロンドン） 

１９９０年１０月 同社 石油製品貿易第一部石油化学原料課 

１９９４年 ４月 同社 デュバイ支店 

１９９８年 ５月 同社 ガス部ガス課 

２００２年１０月 同社 金属・エネルギー経営企画部 

２００３年 ４月 同社 業務部 

２００６年１０月 同社 石油・ガス開発部石油・ガス開発第一室長 

２００７年 ４月 同社 天然ガス事業開発部長代行 

  （兼）天然ガス事業開発部ＬＮＧプロジェクト室長 

２００９年 ９月 同社 天然ガス事業開発部長 

２０１２年 ４月 同社 エネルギー・化学品経営企画部長 

  （兼）エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 

２０１３年 ４月 同社 エネルギー第二部門長代行 

  （兼）Ｅ＆Ｐ事業統括部長 

２０１４年 ４月 同社 エネルギー第二部門長 

２０１６年 ４月 同社 エネルギー・化学品経営企画部長 

  （兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室 

  （兼）エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 

 

以 上 
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履   歴   書 

 

の だ  し ゅ ん す け  

野 田 俊 介  

１９６２年５月７日生  

 

学       歴 

１９８７年 ３月 東京大学工学部卒業 

 

職       歴 

１９８７年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８７年 ５月 同社 メカトロニクス・システム部メカトロニクス・システム第一課 

１９８９年１０月 伊藤忠テクノサイエンス㈱出向（東京駐在） 

１９９５年 ４月 伊藤忠商事株式会社 情報産業・メカトロシステム部情報産業第一課 

１９９６年１０月 同社 宇宙・情報部門企画統轄課 

  （兼）情報産業・メカトロシステム部 

１９９７年 ４月 同社 情報産業事業部情報産業第一課 

２０００年１１月 同社 情報産業部門ネットベンチャー開発室長 

  （兼）情報産業ビジネス部情報産業第三課 

２００２年 ４月 同社 ビジネスソリューション部ビジネスソリューション第二課長 

  （兼）情報産業部門ネットベンチャー開発室長 

２００３年 ４月 同社 ビジネスソリューション部ｅビジネス課長 

  （兼）経営企画・事業・総務・法務開発戦略室 

２００６年 ４月 同社 ビジネスソリューション部長 

２００８年 ５月 エキサイト㈱出向(取締役)(東京駐在) 

２００８年 ６月 エキサイト㈱代表取締役社長 

２０１２年 ４月 伊藤忠商事株式会社 情報・保険・物流部門長 

２０１５年 ４月 同社 情報・通信部門長 

 

以 上 
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履   歴   書 

 

し ん ぐ う  た つ し  

新 宮 達 史  

１９６４年７月９日生  

 

学       歴 

１９８７年 ３月 早稲田大学理工学部卒業 

 

職       歴 

１９８７年 ４月 伊藤忠商事株式会社入社 

１９８７年 ５月 同社 機械部門管理部エレクトロニクスチーム 

１９８９年１１月 同社 海外実務研修生（ニューヨーク） 

１９９１年 １月 同社 通信事業部衛星通信事業課 

１９９２年 ５月 日本通信衛星㈱出向（東京駐在） 

１９９３年 ９月 伊藤忠商事株式会社 宇宙・情報部門メディア開発チ－ム 

１９９５年 ９月 伊藤忠ケーブルテレビエンジニアリング㈱出向(東京駐在) 

２００２年 ５月 伊藤忠商事株式会社 モバイルビジネス部モバイル・メディア課 

２００２年１０月 同社 モバイルビジネス部モバイル・メディア課長 

２００７年 ４月 アシュリオン・ジャパン㈱出向(東京駐在) 

２００８年 ５月 伊藤忠商事株式会社 モバイル＆ワイヤレス部長 

２０１２年 ４月 同社 情報・保険・物流部門長代行 

  （兼）通信・モバイルビジネス部長 

２０１５年 ４月 同社 情報・通信部門長代行 

  （兼）住生活・情報経営企画部 

  （兼）ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室 

２０１６年 ４月 伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ(ニューヨーク駐在) 

 （兼）経営企画部長 

 （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

２０１６年 ７月 伊藤忠インターナショナル会社ＣＡＯ(ニューヨーク駐在) 

 （兼）経営企画部長 

 （兼）人事・総務部長 

 （兼）伊藤忠カナダ会社社長 

 

  以 上 
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履   歴   書 

 

もちづき はるふみ 

望  月  晴  文 

１９４９年７月２６日生 

 

学       歴 

１９７３年 ３月 京都大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９７３年 ４月 通商産業省入省 

１９９８年 ７月 同省 大臣官房審議官（経済構造改革担当） 

２００１年 １月 原子力安全・保安院次長 

２００２年 ７月 経済産業省大臣官房商務流通審議官 

２００３年 ７月 中小企業庁長官 

２００６年 ７月 資源エネルギー庁長官 

２００８年 ７月 経済産業事務次官 

２０１０年 ７月 経済産業省退官 

２０１０年 ８月 内閣官房参与（２０１１年月９月退任） 

２０１２年 ６月 株式会社日立製作所 社外取締役（現任） 

２０１３年 ６月 東京中小企業投資育成株式会社 代表取締役社長（現任） 

２０１４年 ６月 伊藤忠商事株式会社 監査役就任 

 

以 上 
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履   歴   書 

 

お お の  こ う た ろ う 

大 野 恒 太 郎 

１９５２年４月１日生 

 

学       歴 

１９７４年 ３月 東京大学法学部卒業 

 

職       歴 

１９７３年 ９月 司法試験合格 

１９７４年 ４月 司法修習生 

１９７６年 ４月 東京地方検察庁検事 

１９７７年 ３月 法務省刑事局付 

 （その間ハーバード・ロースクール留学，LL.M.法学修士号取得） 

１９７９年 ６月 仙台地方検察庁検事 

１９８２年 ３月 東京地方検察庁検事 

１９８２年 ８月 法務省刑事局付 

１９８７年 ３月 大阪地方検察庁検事 

１９８９年 ３月 東京地方検察庁検事 

１９９４年 ４月 法務省刑事局参事官 

１９９６年 ４月 法務大臣官房参事官 

１９９８年 ６月 法務省刑事局総務課長 

２０００年 ６月 東京地方検察庁総務部長 

２００１年 ７月 内閣司法制度改革推進準備室副室長 

２００１年１２月 内閣司法制度改革推進本部事務局次長 

２００４年１２月 宇都宮地方検察庁検事正 

２００５年 ８月 最高検察庁総務部長 

２００７年 ７月 法務省刑事局長 

２００９年 ７月 法務事務次官 

２０１１年 ８月 仙台高等検察庁検事長 

２０１２年 ７月 東京高等検察庁検事長 

２０１４年 ７月 検事総長 

２０１６年 ９月 退官 

２０１６年１１月 森・濱田松本法律事務所客員弁護士 

 

以  上 
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2017年4月1日時点
取 8名　監 5名　執 36名

取締役 8名
役　位

* 岡藤　正広           取締役社長 
* 岡本　均               取締役
* 鈴木　善久 取締役
* 小林　文彦   取締役
* 鉢村　剛 取締役

** 藤﨑　一郎 取締役
** 川北　力 取締役
** 村木　厚子 取締役
* 代表権

** 社外取締役

役　位
赤松　良夫 常勤監査役
山口　潔           常勤監査役

* 間島　進吾           監査役
* 望月　晴文 監査役
* 瓜生　健太郎 監査役
* 社外監査役

役　位 役　割
岡藤　正広           社長           -
吉田　朋史           専務執行役員   伊藤忠インターナショナル会社社長 (CEO)
岡本　均               専務執行役員   CSO・CIO

（兼）CP・CITIC戦略室長
福田　祐士           専務執行役員    アジア・大洋州総支配人

（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）CP・CITIC管掌

鈴木　善久 専務執行役員    情報・金融カンパニー プレジデント
小関　秀一           専務執行役員    繊維カンパニー プレジデント
米倉　英一 専務執行役員    金属カンパニー プレジデント
今井　雅啓           専務執行役員    エネルギー・化学品カンパニー プレジデント
小林　文彦           専務執行役員    CAO
吉田　多孝           常務執行役員 機械カンパニー プレジデント
久保　洋三 常務執行役員 食料カンパニー プレジデント
鉢村　剛 常務執行役員 CFO
上田　明裕 常務執行役員 東アジア総代表

（兼）伊藤忠（中国）集団有限公司董事長
（兼）上海伊藤忠商事有限公司董事長
（兼）BIC董事長

原田　恭行 常務執行役員 住生活カンパニー プレジデント
都梅　博之 常務執行役員 欧州総支配人

（兼）伊藤忠欧州会社社長
深野　弘行 常務執行役員 社長補佐（関西担当）

（兼）大阪本社管掌
岡田　明彦 常務執行役員 鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
石井　敬太 常務執行役員 エネルギー・化学品カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）化学品部門長
諸藤　雅浩 常務執行役員 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）ブランドマーケティング第一部門長

取締役、監査役及び執行役員一覧表

氏　名

監査役 5名
氏　名

執行役員36名
氏　名
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役　位 役　割
池(茅野)　みつる 執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP

（兼）伊藤忠インターナショナル会社CAO
（兼）伊藤忠カナダ会社社長

池添　洋一 執行役員 伊藤忠香港会社会長
（兼）アジア・大洋州総支配人補佐
（兼）CP・CITIC海外担当

林　　 史郎 執行役員 ファッションアパレル第一部門長
佐藤　浩 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
関　　 鎮 執行役員 経理部長
髙田　知幸 執行役員 広報部長
貝塚　寛雪 執行役員 食糧部門長
岡　　 広史 執行役員 秘書部長
今井　重利 執行役員 中南米総支配人

（兼）伊藤忠ブラジル会社社長
清水　源也 執行役員 ファッションアパレル第二部門長
大杉　雅人 執行役員 自動車部門長
土橋  晃 執行役員 監査部長
福嶋　義弘 執行役員 ブランドマーケティング第二部門長
細見　研介 執行役員 食品流通部門長
大久保　尚登 執行役員 エネルギー部門長
野田　俊介 執行役員 業務部長
新宮　達史 執行役員 情報・通信部門長

以 上

氏　名
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2017年定時株主総会日付
取 9名　監 5名　執 36名

取締役 9名
役　位

* 岡藤　正広           取締役社長 
* 岡本　均               取締役
* 鈴木　善久 取締役
* 小林　文彦   取締役
* 鉢村　剛 取締役

** 藤﨑　一郎 取締役
** 川北　力 取締役
** 村木　厚子 取締役
** 望月　晴文 取締役
* 代表権

** 社外取締役

役　位
赤松　良夫 常勤監査役
山口　潔           常勤監査役

* 間島　進吾           監査役
* 瓜生　健太郎 監査役
* 大野　恒太郎 監査役
* 社外監査役

役　位 役　割
岡藤　正広           社長           -
吉田　朋史           専務執行役員   伊藤忠インターナショナル会社社長 (CEO)
岡本　均               専務執行役員   CSO・CIO

（兼）CP・CITIC戦略室長
福田　祐士           専務執行役員    アジア・大洋州総支配人

（兼）伊藤忠シンガポール会社社長
（兼）CP・CITIC管掌

鈴木　善久 専務執行役員    情報・金融カンパニー プレジデント
小関　秀一           専務執行役員    繊維カンパニー プレジデント
米倉　英一 専務執行役員    金属カンパニー プレジデント
今井　雅啓           専務執行役員    エネルギー・化学品カンパニー プレジデント
小林　文彦           専務執行役員    CAO
吉田　多孝           常務執行役員 機械カンパニー プレジデント
久保　洋三 常務執行役員 食料カンパニー プレジデント
鉢村　剛 常務執行役員 CFO
上田　明裕 常務執行役員 東アジア総代表

（兼）伊藤忠（中国）集団有限公司董事長
（兼）上海伊藤忠商事有限公司董事長
（兼）BIC董事長

原田　恭行 常務執行役員 住生活カンパニー プレジデント
都梅　博之 常務執行役員 欧州総支配人

（兼）伊藤忠欧州会社社長
深野　弘行 常務執行役員 社長補佐（関西担当）

（兼）大阪本社管掌
岡田　明彦 常務執行役員 鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長
石井　敬太 常務執行役員 エネルギー・化学品カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）化学品部門長
諸藤　雅浩 常務執行役員 繊維カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント

（兼）ブランドマーケティング第一部門長

取締役、監査役及び執行役員一覧表

氏　名

監査役 5名
氏　名

執行役員36名
氏　名
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役　位 役　割
池(茅野)　みつる 執行役員 伊藤忠インターナショナル会社EVP

（兼）伊藤忠インターナショナル会社CAO
（兼）伊藤忠カナダ会社社長

池添　洋一 執行役員 伊藤忠香港会社会長
（兼）アジア・大洋州総支配人補佐
（兼）CP・CITIC海外担当

林　　 史郎 執行役員 ファッションアパレル第一部門長
佐藤　浩 執行役員 プラント・船舶・航空機部門長
関　　 鎮 執行役員 経理部長
髙田　知幸 執行役員 広報部長
貝塚　寛雪 執行役員 食糧部門長
岡　　 広史 執行役員 秘書部長
今井　重利 執行役員 中南米総支配人

（兼）伊藤忠ブラジル会社社長
清水　源也 執行役員 ファッションアパレル第二部門長
大杉　雅人 執行役員 自動車部門長
土橋  晃 執行役員 監査部長
福嶋　義弘 執行役員 ブランドマーケティング第二部門長
細見　研介 執行役員 食品流通部門長
大久保　尚登 執行役員 エネルギー部門長
野田　俊介 執行役員 業務部長
新宮　達史 執行役員 情報・通信部門長

以 上

氏　名
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2017年1月19日

伊藤忠商事株式会社

１．部店長以上の役職異動 

（新） （旧） 　

（ 2017年4月1日付 ）

ｳｼｼﾞﾏ　ﾋﾛｼ

機械経営企画部長 True Leasing Co., Ltd. 牛島 浩

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ﾌｼﾞｵｶ　ﾄｼﾋｺ

建機・産機部門長 法務部長代行 藤岡 俊彦

(兼)法務部コンプライアンス室長

ｲﾉﾏﾀ　ｼﾞｭﾝ

金属経営企画部長 鉄鉱石・製鉄資源部長 猪股 淳

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ｾﾄ　ｹﾝｼﾞ

金属資源部門長 金属経営企画部長 瀬戸 憲治

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ﾅｶｵ　ｲｻｵ

エネルギー・化学品経営企画部長 開発・調査部海外室長 中尾 功

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

ｲﾉｳｴ　ﾀｹｼ

食料経営企画部長 食料経営企画部長代行 井上 健司

(兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室 (兼)食料カンパニーＣＦＯ付

ｷｼﾞﾏ　ｹﾝｲﾁ

情報・金融カンパニーＣＦＯ 経理部長代行 木島 賢一

(兼)経理部経理企画室長

ｻｲﾄｳ　ｱｷﾗ

法務部長 法務部第二法務室長 齊藤 晃

    ２. 主管者人事
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（新） （旧） 　

ﾏﾂﾓﾄ　ｼｹﾞﾉﾌﾞ

中部支社長 アジア・大洋州総支配人代行 松本 茂伸

(インドシナ担当)

(兼)インドシナ支配人

(兼)伊藤忠タイ会社社長

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長

ｵﾀﾞ　ﾌﾐﾉﾌﾞ

九州支社長 韓国伊藤忠株式会社社長 小田 文信

ﾌｼﾞﾀ　ﾋﾛｶｽﾞ

中四国支社長 中・東欧代表 藤田 洋一

(兼)伊藤忠ハンガリー会社社長

ﾔﾏｻﾞｷ　ﾄｼﾕｷ

北米ＧＣ(兼)北米法務部長 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 山﨑 敏行

ﾔﾏﾈ　ﾖｼﾅﾘ

中・東欧代表 自動車部門長補佐 山根 義也

(兼)伊藤忠ハンガリー会社社長

ｵｵﾀﾆ　ﾄｼｶｽﾞ

アフリカ総支配人 アフリカ総支配人代行 大谷 俊一

(兼)ヨハネスブルグ支店長 (兼)ヨハネスブルグ支店長

(兼)伊藤忠ナイジェリア会社社長

ｲｼﾂﾞｶ　ｼﾝﾔ

アフリカ総支配人代行 アフリカ総支配人付 石塚 新弥

(兼)ヨハネスブルグ支店 (兼)ヨハネスブルグ支店

(兼)伊藤忠ナイジェリア会社社長

ｽﾀﾞ　ﾘｮｳﾍｲ

中近東総支配人 中近東総支配人 須田 亮平

(兼)伊藤忠中近東会社社長 (兼)伊藤忠中近東会社会長

(兼)デュバイ支店長

ﾓﾘ　ｺｳｲﾁ

中近東総支配人代行 伊藤忠中近東会社社長 森 浩一

(兼)伊藤忠中近東会社
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（新） （旧） 　

ｵｵﾎﾘ　ﾋﾃﾞｵ

韓国伊藤忠株式会社社長 工業原料化学品部長 大堀 英生

ｱｻﾀﾞ　ﾔｽﾋｺ

アジア・大洋州総支配人補佐 プラント・船舶・航空機部門長代行 浅田 裕彦

（インドネシア担当）

(兼)インドネシア支配人

(兼)伊藤忠インドネシア会社社長

(兼)伊藤忠インドネシア会社スラバヤ支店長

ﾀﾅｶ　ｹﾝｼﾞ

アジア・大洋州総支配人補佐 食料経営企画部長 田中 建治

（インドシナ担当） (兼)ＣＰ・ＣＩＴＩＣ戦略室

(兼)インドシナ支配人

(兼)伊藤忠タイ会社社長

(兼)伊藤忠エンタープライズ・タイ会社社長

ﾊｾｶﾞﾜ　ﾂﾖｼ

アジア・大洋州総支配人補佐 石炭・原子燃料部長 長谷川 毅

（南西アジア担当）

(兼)南西アジア支配人

(兼)伊藤忠インド会社社長

(兼)伊藤忠インド会社チェンナイ支店長

ﾂﾁﾊｼ　ｼｭｳｻﾞﾌﾞﾛｳ

伊藤忠豪州会社社長 金属資源部門長 土橋 修三郎

(兼)ITOCHU Minerals & Energy of Australia Pty Ltd.

　（MANAGING DIRECTOR & CEO)

ﾂﾂﾐ　ﾀｶﾕｷ

ＣＩＳ代表 中四国支社企画開発部長 堤 孝行

(兼)中四国支社金属・エネルギー部長

以　上
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